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しまじろうとMimiと一緒に生の英語で
遊べる、歌や踊り、クイズなどのお楽しみ
がいっぱいの客席参加型コンサート

出演 ： ウルフルズ

スペシャルゲスト ： サンプラザ中野くん・パッパラー河合

出演 ： しまじろう、Mimi、Beepy、Nancy、Andy

3歳以上有料、3歳未満は保護者1名につきお子様1名まで膝上無料。お席が必要な場合有料。
★マークの公演では通常のステージに加え、歌やダンスをさらに追加した特別な公演です。
上演時間は休憩を含めて約75分

会場 公演日時 注文番号

大
津
11月 6日
（日）

 12：15 130656
 14：45 130664
★17：15 130672

池
田
12月17日
（土）

 11：45 130681
 14：15 130699
★16：45 130702

森
ノ
宮

12月24日
（土）

 11：45 130711
 14：15 130729
★16：45 130737

12月25日
（日）

 10：45 130745
 13：15 130753
★15：45 130761

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定 3,580円 3,480円

公演日時 券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

11月26日
（土）15：00

２階席 6,000円 4,000円 130605
3階席 3,500円 2,000円 130613

しまじろう英語コンサート　冬公演 2022
WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE

▲

英語コンサートお問い合わせフォーム ： https://faq.l-tike.com/contact/0067/

限定
あり

発送   
10/26

請求
11/7～
11/11

▲

新歌舞伎座 06-7730-2121

大阪 新歌舞伎座
（近鉄大阪上本町駅１４番出口直結、
 大阪メトロ谷町九丁目駅徒歩約５分）

会場

未就学児入場不可
政府・自治体等の基準に従った対策のうえで座席は間隔を
詰めてのご用意となります。ご観劇当日は必ずマスクをご着用
ください。　
劇場内でのご飲食は、必要な水分補給を除いてお断りいたし
ます。　
新歌舞伎座における感染症対策につきましては、劇場
ホームページをご確認ください。各公演のご案内の演目、
曲目、期間、出演者など、やむをえず変更する場合は、
悪しからずご了承ください。　
花道席を含みます。花道席とは、通常花道の場所に設置した
お席となります。座面は通常のお席に比べますと、少々固く
なりますが、お席の大きさ・幅は通常席と同じです。

大津市民会館 大ホール（JR大津駅下車、北口から徒歩約10分）会場
池田市民文化会館 大ホール（阪急石橋阪大前駅徒歩約7分）
森ノ宮ピロティホール（ＪＲ森ノ宮駅徒歩約5分、大阪メトロ森ノ宮駅徒歩約２分）

限定
あり

発送   
10/26

請求
11/7～
11/11

大津

限定
あり

発送   
11/16

請求
11/21～
11/25

池田
森ノ宮

※チケット発送が公演日間近になります。
　受け取りにご注意ください ！

３歳以下入場不可、４歳以上～１２歳まで保護者同伴のうえ入場可。　車椅子・介助席をご利用のお客様
は文化パルク城陽までお問い合わせください。ご来場はできるだけ公共交通機関をご利用ください。

公演日時 注文番号
11月13日（日）18：0０ 130648

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定8,000円 8,000円

▲

文化パルク城陽 0774-55-1010

文化パルク城陽 
プラムホール
（東館２階）
（近鉄寺田駅東出口から
 南へ４５０ｍ）

会場

ウルフルズデビュー30周年
を祝う全国ホールツアー
この機会をお見逃しなく ！

いつもとはひと味違う ！ と長年大好評の「キャトル座」
今年も、レ・フレールの１台４手連弾、
唯一無二の音楽をご堪能ください ！ ！

ウルフルズ30周年ツアー 2022-2023 
～楽しいお仕事演奏会～

ニューアルバムを携え、
東京・大阪で
レコーディング
参加メンバーと送る、
スペシャルライブ
を開催 ！

公演日時 注文番号
10月22日（土）18：0０130931

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定 7,500円 7,500円

未就学児童は保護者の膝上観覧可能
小学生以上チケット必要　お一人様４枚まで▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

会場メルパルクホール
（ＪＲ新大阪駅北出口徒歩約5分、大阪メトロ新大阪駅4番出口徒歩約4分）

矢井田 瞳 release tour 2022
『オールライト』

映画　バッドガイズ

事務手数料1枚につき45円加算

華麗に、ワルく行くぜ。

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,900円1,500円 149764 
小人 1,000円 900円 149772

小人 ： 3歳～高校生まで
（劇場によっては中学生まで）
上映期間、当日料金は、
劇場によって異なる場合が
ございます。ご鑑賞いただく劇場まで
お問い合わせください。劇場により、各種サービスデーを実施しております。前売
プレゼントはございません。 PG前売価格 ： 一般／1,500円　小人／900円

１０月７日（金）～
上映期間中

有効
期間

© 2021 DREAMWORKS ANIMATION LLC. © 2021 DREAMWORKS ANIMATION LLC. 
　ALL RIGHTS RESERVED.　ALL RIGHTS RESERVED.

予 定
上映館

TOHOシネマズ橿原、ユナイテッド・シネマ橿原、
シネマサンシャイン大和郡山、
イオンシネマ高の原、
あべのアポロシネマ、TOHOシネマズなんば、
なんばパークスシネマ　ほか

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

未就学児入場不可
学生席もございますが、生協での取り扱いはございません。　※公演当日の感染予防対策にご協力ください。
（マスク着用・手指の消毒・検温など）　※感染症防止対策の影響により急遽公演が中止・延期になる場合
がございます。ご来場の際、事前にホームページ等でご確認ください。

事務手数料1枚につき180円加算

公演日時 注文番号
12月2日（金）15：3０ 130788

券種 当日価格 ならコープ価格
均一指定 6,000円 5,500円

ジャズ＆ラテン フェスティバル ～West vs East～
アロージャズオーケストラ&見砂和照と東京キューバンボーイズ 

▲

公演事務局 0６-６９６６-６５５５

大和高田さざんかホール 
大ホール
（近鉄大和高田駅徒歩約10分、
 近鉄高田市駅徒歩約12分、
 JR高田駅徒歩約4分）

会場

2大ビッグバンドの迫力のステージに、
太田裕美をゲストシンガーに迎えての特別ステージをお楽しみに ！ ！

限定
あり

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

※演目入替なし、全公演 [字幕表示]あり
学生・２等席の取り扱いは劇場のみ　
障害者割引については直接劇場へお問合せください

国立文楽劇場　
１１月文楽公演

▲

国立文楽劇場 06-6212-2531

事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
１等席 5,500円 4,820円

国立文楽劇場
（大阪メトロ・近鉄日本橋駅７号出口徒歩約１分）

会場

公演日時 注文番号

【第1部】
１1：0０

11月 6日（日）130796  
11月 7日（月）130826    
11月17日（木）130851     
11月18日（金）130885     

【第２部】
１４：00

11月 6日（日）130800     
11月 7日（月）130834      
11月17日（木）130869    
11月18日（金）130893     

【第３部】
１8：00

11月 6日（日）130818     
11月 7日（月）130842     
11月17日（木）130877     
11月18日（金）130907     

第２部　１４時開演
（終演予定１７時15分）

『一
いちのたにふたばぐんき

谷嫰軍記』
源平合戦のハイライト、

敦盛の最期に秘められた謎とは。
弥陀六内の段／脇ヶ浜宝引の段
熊谷桜の段／熊谷陣屋の段

第３部　１8時開演
（終演予定２０時25分）

『壺
つぼさかかんのんれいげんき

坂観音霊験記』
夫婦の互いを思いやる心に、奇跡が・・・

沢市内より山の段

『勧
かんじんちょう

進帳』花道を使った迫力のある演出 ！ 

第１部　１１時開演
（終演予定１３時４０分）

『心
しんじゅうよいごうしん

中宵庚申』
事件から300年、八百屋の夫婦は

なぜ心中したのか？
上田村の段／八百屋の段／道行思ひの短夜

第3部：勧進帳第3部：勧進帳

限定
あり

発送   
10/19

請求
10/24～
10/28

YAMATO 明日香 音魂祭

※雨天決行(荒天中止）　※未就学児無料
コロナ追跡システムへのご登録をお願いする場合がございます。開催情報についてはお客様ご自身
で公式HPの注意事項を要確認ください。　http://www.yamato.jp/ontama.html▲

サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日12:00～15:00 ※祝日を除く）

公演日時 券種（自由席） 前売価格 ならコープ価格 注文番号

10月22日（土）
16：0０

一般 3,000円 3,000円 130915
小中学生 2,000円 2,000円 130923

事務手数料1枚につき180円加算

国営飛鳥歴史公園 高松塚地区
（近鉄飛鳥駅より徒歩約9分）

会場

あすかおんたまフェス2022
世界を旅する和太鼓集団
「倭-YAMATO」がプロデュース
奈良県明日香村で開催する秋の太鼓フェス ！ 
屋台あり、花火あり！

限定
あり

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21

※チケット発送が公演日間近になります。
　受け取りにご注意ください ！

限定
あり

発送   
10/12

請求
10/17～
10/21

※チケット発送が公演日間近
　になります。受け取りに
　ご注意ください ！

７本指のピアニスト 西川悟平 
～笑顔と感動 ！ トーク＆ピアノコンサート～

鳥羽一郎　40周年記念コンサート

フォーリーブス結成55周年記念
～思い出と友情～
蘇るフォーリーブス生コンサート ！

阿木燿子プロデュース　
宇崎竜童コンサート　～風のオマージュ～

レ・フレール　ーキャトル座ー

＜予定曲目＞
ニュー・シネマ・パラダイス、ノクターン第2番 変ホ長調 Op.9-2　ほか
※曲目変更の際はご了承ください。

昨年11月に開催された第1弾では
本人の実体験にもとづく面白トークに
会場内は笑顔で満ちあふれ、
そして彼の魂がこもったピアノの
一音一音の音色が響き渡ると一転、
多くの来場者が涙しました。
舞台上のスクリーンにピアノ演奏の
様子を映し出し、今回はフランス・
イタリアで撮影された写真も
お楽しみいただきながらヨーロッパを
旅しているような優しい時間を
お届けします。

出演 ： 鳥羽一郎

スペシャルゲスト ： 石原詢子

ゲスト ： 岡修、竜徹日記

特別ゲスト ： 岡 千秋

＜予定曲目＞

兄弟船　男の港

カサブランカ・グッバイ　ほか

出演 ： 江木俊夫、おりも政夫協力 ： ユニバーサル ミュージック／ワイルドボア 出演 ： 宇崎竜童　企画制作 ： オフィス・ドラゴン／アールユー・オフィス

公演日時 注文番号
11月25日（金）14：0０ 130591

公演日時 注文番号
11月28日（月）15：0０ 130630

公演日時 注文番号
11月27日（日）16：0０ 130621

公演日時 注文番号
11月29日（火）18：0０ 130940

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算

事務手数料1枚につき180円加算事務手数料1枚につき180円加算 事務手数料1枚につき180円加算

券種 当日価格 ならコープ価格
Ｓ席 5,000円 3,500円

券種 当日価格 ならコープ価格
Ｓ席 7,000円 5,500円

券種 当日価格 ならコープ価格
Ｓ席 5,500円 4,000円

券種 当日価格 ならコープ価格
Ｓ席 7,000円 5,500円

Ｓ席、Ａ席、特別席のうちＳ席（１・２階）のみご案内。 １～３階席のうち２階席・３階席のみご案内。

Ｓ席、Ａ席、特別席のうちＳ席（１・２階）のみご案内。Ｓ席、Ａ席、特別席のうちＳ席（１・２階）のみご案内。 Ｓ席、Ａ席、特別席のうちＳ席（１・２階）のみご案内。

生協購入者生協購入者
限定で限定で

しまじろうのしまじろうの
クリスマスクリスマス
シールシール
特典付 ！ ！特典付 ！ ！

■店舗利用（共同購入・こまどり便・受取ハウスをご利用でない場合）■共同購入・こまどり便・受取ハウスご利用の場合

●通常はOCR注文書で10月1回注文用紙の6桁番号注文欄に
注文番号・数量をご確認のうえご記入ください。

●お電話でのご注文はコールセンターへ
0120-577-039
8：30～21：00（土曜18：00まで）日曜休業
携帯電話・県外・IP電話からは0743-68-3100

＊代金のお支払いは登録口座から引き落しです。

●インターネットでのご注文は「eフレンズ・なら」から 検索ならコープ

チケット申し込み方法 受付期間：99月2626日（月）～1010月11日（土） 右記内容をご確認の上、お申し込みください。 ①受付期間後のキャンセル・変更はお受けできません。
②生協で確保できる座席数を超えるご注文となった場合には、抽選となります。
選外の組合員様にのみ、ハガキまたはお電話にて注文の翌週から翌々週の火曜日をめどに
お知らせいたします。
③座席の割振りは抽選にて決めさせていただきます。特定のお席のご希望はお受けできません。
④期間限定のチケットは必ず有効期限内にご利用ください。
有効期限を過ぎたチケットはご利用いただけません。
⑤座席指定券、自由席券及び宿泊チケットは簡易書留、その他は
　普通郵便でお届けいたします（一部宅配便の場合あり）。
チケット発送日以降、1週間を経過しても届かない場合は
「チケットサービス」までご連絡ください。
⑥チケットには下記の事務手数料が1枚に付き加算されます。
　 （座席指定、自由席、宿泊チケット：180円。その他：45円）
⑦障がい者割引・高齢者割引・各種割引チケット等につきましては、
　各自で直接お問い合せ先にお尋ねください。
⑧チケットの価格は消費税込みでのご案内です。

簡易書留でのお届けの際、
お留守の場合は不在連絡票が
入ります。保管期間内（７日間）に
必ずお受け取りいただきますよう
お願いいたします。

…確保できる枚数を超える場合は抽選となります。限定
あり …請求明細書に記載されるお日にちです。（店舗利用の方はお振込となります。）請求…チケットを発送する日です。発送  

ご注意

＊代金のお支払いは銀行振込みとなります（振り込み手数料組合員負担）
なお、ご利用金額により事前にお振り込みいただき入金確認後の発送となる場合がございます。
ハガキ又はメール・FAXにてお申し込みください。お申し込みの場合は以下の事柄をご記入ください。
①氏名 ②組合員番号 ③郵便番号 ④住所 ⑤電話番号 ⑥注文番号 ⑦公演名 ⑧公演日時 ⑨枚数
＊ハガキは受付期間内必着。FAXは着確認を行ってください。（土 ・ 日休業）

お電話の際は、組合員番号をお伝えください。　営業時間／9：00～18：00（土 ・ 日休業）

〒630-8503 奈良市恋の窪1-2-2　　　　　　　チケットサービス
TEL 0120-445-152／0742（34）0243　FAX 0742（34）8226
メールアドレス ： service@naracoop.or.jp

  

ははななままるる
ププレレスス

【チケットに関する大切なお知らせ】

上記予めご了承の上ご注文ください。

※新型コロナウイルス対策の為、ご案内の内容が予告なく変更となる場合が
　ございます。各お問合せ先のHP等で最新の情報をご確認ください。
※指定席に関しましては、感染予防に対応した配席となる場合や、通常の配席
　となる場合もございます。今後状況に応じて変更される場合もございます。
※各種キャンペーン（Go To等）には対応しておりません。2022年

10月1回
次回は

10月2回です。
お楽しみに！！

はなまるプレスはなまるプレス
　　　　　    のご案内 ピアノピアノ

調律調律

サカイサカイ
引越引越
センターセンター 

　　　　　    
仏壇仏壇

クリーニングクリーニング

洗浄後洗浄後 吉野産木材命名板吉野産木材命名板

P11 P12のご案内

乳がん検診乳がん検診

P11

P12

P12

新歌舞伎座
11月公演

限定
あり

発送   
11/9

請求
11/14～
11/18

チケット申し込み受付期間後のキャンセル・変更はできません。予めご了承のうえお申し込みください。申し込みの際は、必ずP.9のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意 92022 年10月1回



  

お届け日～２０２３年３月３１日（金）
休館日 ： 第２・３月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始(12/28～1/2)
臨時休館 ： あり　時間 ： 9：30～17：00（最終入場は閉館45分前まで）
※臨時休館や開館時間の短縮、またはプログラムの変更や延期・中止に
　なる場合があります。最新情報はホームページをご確認ください。

有効
期間

こどものための博物館 
キッズプラザ大阪

事務手数料1枚につき45円加算

２歳以下無料
６５歳以上 ： 700円
               （要証明）
障がい者手帳等所有者
および介助者１名は
手帳（コピー可）提示で
当日価格の半額（幼児は200円）　※お子様のみの入館不可

キッズプラザ大阪
（ＪＲ大阪環状線天満駅徒歩約3分、大阪メトロ堺筋線扇町駅2号出口すぐ）

会場

オーストリア出身のフンデルトヴァッサーがデザインした
「こどもの街」を中心に遊んで学べる“こどものための博物館”

「なんだろう？」「どうなっているの？」「やってみたい ！ 」
そんな不思議や驚きがつまった、ワクワクのタネがいっぱい。
自分の目でみて、さわって、あたらしい体験を楽しんでね。
楽しいイベント情報はキッズプラザ大阪のＨＰを見てね ！ ！

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
大人（高校生以上） 1,400円 1,190円 147907
小人（小中学生） 800円     680円 147915
幼児（3歳以上） 500円     425円 147923

そんな不思議や驚きがつまった、ワクワクのタネがいっぱい。

楽しいイベント情報はキッズプラザ大阪のＨＰを見てね ！ ！

▲

キッズプラザ大阪 06-6311-6601

特別展「京
みやこ

に生きる文化　茶の湯」

中学生以下、障害者手帳等をご提示の方
とその介護者１名は無料となります（要証明）。
大学生・高校生の方は学生証をご提示ください。
キャンパスメンバーズ（教職員を含む）は学生証
または教職員証をご提示いただくと、各種当日
料金より500円引きとなります（当日南門チケット
売場のみの販売）。展示室内が混雑した際は、
入場を制限する場合があります。
PG前売価格 ： 一般／1,600円　大学生／1,000円　高校生／500円▲

京都国立博物館 075-525-2473（テレホンサービス）

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,800円1,600円 149802
大学生1,200円1,000円 149811
高校生   700円   500円 149829

事務手数料1枚につき45円加算

京都国立博物館 平成知新館（東山七条）
（JR・近鉄「京都駅」下車、駅前市バスD2のりばから206・208号系統にて「博物館三十三間堂前」下車、
 徒歩すぐ／京阪電車「七条駅」下車、東へ徒歩約７分／市バス「博物館三十三間堂前」下車、徒歩すぐ）

会場

１０月８日（土）～１２月４日（日）
［前期展示］10月8日（土）～11月6日（日）　
［後期展示］11月8日（火）～12月4日（日）
休館日 ： 毎週月曜日（ただし、10/10は開館、10/11休館)
時間 ： 9：00～17：30（金・土曜日は20：00まで開館）　
　　　※入館は閉館の30分前まで

会期

本展では、千年以上も日本の中心でありつづけ、今もなお
茶の湯が生きる京都において、この地にゆかりのある各時代の
名品約250件を通して、京の茶の湯文化を紹介します。

国宝「大井戸茶碗　銘喜左衛門」　京都・孤篷庵［通期展示］国宝「大井戸茶碗　銘喜左衛門」　京都・孤篷庵［通期展示］

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

・次の事項に該当する方は、当クラブをご利用いただけません。健康を害しており、運動をする
 ことが好ましくないと判断される場合。当フィットネスクラブが審査を行い、安全を確保できない
 と判断される場合。医師から運動を禁止されている方。刺青（タトゥー）のある方。妊娠中の方。
・スタジオレッスンについて ： レッスン前待ち時間の混雑緩和のために各店一部レッスンが
 WEB予約制となります。ビジターチケットご利用の方はWEB予約ができませんので、対象
 レッスンに参加希望の際は当日フロントにてお申込みください。※レッスン予約状況により
 ご参加いただけない場合がございます。予めご了承願います。※対象レッスンに関しては
 各店ホームページをご確認いただくか、店舗にお問い合わせください。
・２４時間ジムにおけるご利用可能時間について ： 当チケットでご利用いただけるのは、
 有人対応時間帯のみとなります。セルフタイム（無人時間）は、ご利用いただけません。

コ・ス・パ
ビジターチケット

▲

上記の各店にお問い合わせください。

上記以外のコスパもご利用いただけ
ます。（テニスを除く）
※ご利用の際は、各店HPにて
　最新情報を確認してください。

コ・ス・パが
お得に使える
ビジターチケット ！

コ・ス・パ各店会場

１０月１日(土)～１２月３１日（土）
（各店最終営業日）まで

有効
期間
休館日 ： 各店HPにてご確認ください。　利用年齢制限 ： １5歳以上(中学生除く）
※チケット１枚に付きお一人様ご利用いただけます。

事務手数料1組につき45円加算

券種ならコープ価格 注文番号
３枚組4,560円 149411
５枚組6,150円 149420

近隣施設のご紹介 電話番号 定休日
コ･ス･パ松井山手 0774-68-1535 火

コ･ス･パ長岡京 075-958-3140 木

コ･ス･パ二条 075-803-3108 木
コ･ス･パ
京都リサーチパーク 075-315-9155 火

コ･ス･パ桃山六地蔵 075-605-5735 木

コ･ス･パ王寺 0745-32-5454 木

コ･ス･パ五位堂 0745-71-5110 木

コ･ス･パ八尾 072-995-2200 火

コ･ス･パ西大寺 0742-32-0700 金

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

姫路セントラルパーク

▲

姫路セントラルパーク 079-264-1611

お届け日～１２月３１日(土）まで 
休園日 ： 不定休
営業時間、休園日は季節により変更があります。入園受付は閉園
の1時間前まで。姫路セントラルパークのＨＰでご確認ください。　

有効
期間

 ■ 入園券
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

大人（中学生以上）3,500円～ 3,300円 148326
小学生 1,900円～ 1,800円 148334

３歳～小学生未満 1,100円～ 1,100円 148342
事務手数料1枚につき45円加算

姫路セントラルパーク会場
（山陽自動車道「山陽姫路東ＩＣ」から車で約５分、姫路駅から神姫バスで約30分）

◀ 営業内容は公式ホームページもしくは、電話にてご確認ください。

入園券 サファリパーク＆遊園地サファリパーク＆遊園地

遊園地のアトラクション（乗り物）料金は、別料金です。
※サファリバスご利用の場合1席８００円必要。　※駐車料金１,０００円／１日　※営業内容
は予告なく変更になる場合があります。来園前にHPもしくはお電話にてご確認ください。
※季節・曜日によって窓口価格が変動しますが組合員はならコープ価格で利用できます。

レゴランド®・ジャパン（名古屋）

▲

レゴランド®・ジャパン・リゾート 
0570-05-8605

おとな ： １３歳以上　こども ： ３歳～１２歳　２歳以下無料

※レゴランド🄬・ジャパンとシーライフ名古屋が両方楽しめます。
※営業時間は予告なく変更する場合がございますので、
　来場前に再度ご確認ください。
※当施設の混雑状況によって、入場をお待ちいただく、
　又は入場の制限をさせていただく場合がございます。

事務手数料1枚につき45円加算

券種 通常価格 ならコープ価格 注文番号
ファミリーコンボ
1DAYパスポート

   12,900円
 ～20,300円 13,000円 148971

4名様以上でご利用の方には、下記の追加用チケット（コンボ1DAYパスポート）をご用意 ！
※コンボ1DAYパスポートのみのご注文はできません。※コンボ1DAYパスポートのみのご注文はできません。

おとな    5,100円
 ～ 7,600円    5,000円 148989

こども    3,900円
～5,100円    3,800円 148997

当日価格【ピーク】おとな7,600円、こども5,100円
　 　【オフピーク】おとな5,600円、こども4,300円

ファミリーコンボ1DAYパスポート  
おとな２名＋こども１名、又はおとな１名＋こども２名でご利用可
必ず3名様同時にご入場ください

会場 レゴランド®・ジャパン（名古屋）／シーライフ名古屋
（電車 ： 新幹線名古屋駅からあおなみ線「金城ふ頭駅」徒歩約5分／

     車     ： 伊勢湾岸自動車道「名港中央IC」すぐ）  

©2022 The LEGO Group.©2022 The LEGO Group.

きっと何かが起こる！？この秋は
レゴランド®・ジャパンのモンスター・パーティへ ！！ 

シーライフ名古屋
シーライフ名古屋

入館もOK！入館もOK！入館もOK！

お届け日～２０２３年１月３１日（火）
休園日および営業時間はレゴランド® ・ジャパン
ホームページでご確認ください。 LEGOLAND.jp LEGOLAND.jp

有効
期間

関西サイクルスポーツセンター

▲

関西サイクルスポーツセンター 0721-54-3101

関西サイクルスポーツセンター
（お車／阪和自動車道「岸和田和泉」より約20分、大阪外環状線（R170）で滝畑方面へ。
 電車／近鉄南大阪線「大阪阿部野橋駅」より急行停車駅「古市」で近鉄長野線に乗り換え、
 終点の「河内長野駅」で下車南海バス「サイクルセンター行き」で約２5分）

会場

有効
期間

お届け日～１１月３０日（水）まで
休園日 ： 火曜日(10/11営業、10/12は振替休）
営業時間 ： 【平日・土曜】10：00～17：00、【日曜・祝日】9：30～17：30 
※営業内容は予告なく変更になる場合がございます。ご来場前に
　当センター公式HP（http://www.kcsc.or.jp/）をご確認ください。

事務手数料1枚につき45円加算

 ■ 入場＋フリーパス
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

おとな（中学生以上） 3,000円 2,600円 147630
こどもＡ（３歳以上小学生）身長110ｃｍ以上 2,700円 2,300円 147648
こどもＢ（３歳以上小学生）身長110ｃｍ未満 1,900円 1,500円 147656

シルバー（６０歳以上） 2,200円 2,100円 147664

※こどもBには乗り物に制限があります。
障がい者等の割引はサイクルセンター
へ直接お問合せください。
特別イベント等、一部ご利用頂けない
ものがございます。

自転車のテーマパークであそぼう ！ レッツ ！ コギコギ ！ エクササイズ ！ ！

New発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

▲

東映太秦映画村 0570-064-349 http://www.toei-eigamura.com
こども ： 3歳～小学生 事務手数料1枚につき45円加算

 ■入村券
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
大人 2,400円 2,200円 148717
中高生 1,400円 1,300円 148725
こども 1,200円 1,100円 148733
 ■入村券扮装写真付  ※身長１３０ｃｍ以上の方に限ります。
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
大人 4,300円 3,600円 148741
中高生 3,300円 2,700円 148750
こども 3,100円 2,500円 148768

扮装写真 ： 楽しい扮装写真（Lサイズ、
台紙付）がわずか5分で仕上がります。
お姫様、お殿様、新選組など約３０種類
からお選びください。
洋服の上からの扮装で本格的な扮装では
ありません。（お一人様一枚写し・７分身）

東映太秦映画村

障がい者等の割引に関しては直接お問い合わせください。

2023年3月31日（金）まで
休村日 ： 2023年1月中旬（施設にご確認ください。）
営業時間 ： 時期により異なります。下記にお問い合わせください。

有効
期間

東映太秦映画村
（ＪＲ花園駅徒歩約13分）

会場

鬼滅の刃　京ノ御仕事参　～10/17、
仮面ライダー生誕50周年、仮面ライダーEXPO、
エヴァンゲリオン京都基地、世界初！乗れるエヴァ ！ 、
スーパー戦隊ヒストリー・プリキュアヒストリー
その他、忍者ショー、ちゃんばら、ヒーローランド、
アトラクションや扮装コーナーもございます。

※撮影などの都合によりイベントが変更・中止になる場合がございます。

自然とアトラクションがいっぱい ！ 子どもから大人まで楽しめる遊園地

ひらかたパーク

▲

ひらかたパーク 0570-016-855

ひらかたパーク
（京阪枚方公園駅徒歩約３分）

会場

お届け日
～２０２３年３月３１日（金）
営業時間及び休園日 ：　
詳しくは、ひらかたパークホームページにてご確認ください。
www.hirakatapark.co.jp　

有効
期間

 ■入園＋フリーパス引換券
券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号

おとな（中学生以上） 4,600円 4,300円 147982
小学生 3,900円 3,700円 147991

２歳～未就学児 2,700円 2,600円 148008
事務手数料1枚につき45円加算払い戻し及び期限切れのチケットのご利用は一切できません。

障がい者割引等については下記にお問い合わせください。
イベントホール催事につきましては、ひらかたパークホームページにてご確認ください。

東映太秦映画村　ヒーローから東映太秦映画村　ヒーローから
チャンバラまで楽しいイベント ！ ！チャンバラまで楽しいイベント ！ ！

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

発送   
10/5

請求
10/10～
10/14

ホテルニューオータニ大阪
ペントハウスバル お料理４品 ＋ 飲み放題　

▲

ホテルニューオータニ大阪１８階スカイラウンジ フォーシーズンズ 06-6949-3294（直通）

ホテル最上階で“絶景ダイニング”で
過ごす　ロマンティックなひとときを・・・

【お料理４品】
スモークサーモンサラダ添え・冷製ローストポーク・
フライドポテトトリュフ塩風味・スライダードッグ　

【飲み放題】　
スパークリングワイン・ワイン・ビール・ソフトドリンク・
各種カクテルなど約60種類を取りそろえております

必ずご利用の2日前までにTEL又はホテルホームページから
ご予約のうえご利用ください。　
ホームページ　https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/4seasons/　＜要望欄に生協チケット有、と記入してください＞未就学児のご利用はできません。

事務手数料1枚につき45円加算

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
お一人様9,570円 4,700円 148318

ホテルニューオータニ大阪 
１８階 スカイラウンジ フォーシーズンズ
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約３分、大阪メトロ大阪ビジネスパーク駅徒歩約３分）

会場

１０月１日（土）～１２月１６日（金）予約制 除外日 ： 特別催事日
利用時間 ： 17：00～23：00　※120分制　90分ラストオーダー
※予約状況によりご希望日にご利用頂けない日もございます
※コロナウイルス関連での営業状況はホテルホームページをご確認ください

有効
期間

写真はすべてイメージです。写真はすべてイメージです。

税・サービス料込

※食材の入荷状況でメニュー内容が変更になる場合もございます。

ホテルニューオータニ大阪
鉄板焼 けやき シェフのこだわりランチ

食材の入荷状況により、メニューの一部が変更になる場合がございます。ご了承ください。未就学児童の利用はできません。
必ずご利用の２日前までにご予約の上、ご利用ください。予約状況によりご希望日にご利用頂けない日もございます。▲

ホテルニューオータニ大阪18階 鉄板焼 けやき 06-6949-3228（直通）

事務手数料1枚につき45円加算

券種 当日価格ならコープ価格 注文番号
お一人様 7,150円5,200円 148288 

ホテルニューオータニ大阪 
18階 鉄板焼 けやき
（ＪＲ大阪城公園駅徒歩約３分、
 大阪メトロ大阪ビジネスパーク駅徒歩約３分）

会場

１０月１日（土）～１２月３０日（金）
除外日 ： 水曜日（定休日）、特別催事日
利用時間 ： 11：30～14：30　
※新型コロナウイルス感染状況により営業の
　縮小が生じる場合がございます。
　ホテルホームページ又はお問い合わせください。

有効
期間

★シェフのこだわり季節前菜　★本日のスープ
★国産牛サーロイン（80ｇ）　★旬の焼野菜　
★魚沼産こしひかり御飯 / 味噌椀 / 香の物　

★シャーベット

メニュー

大阪城を眺めることができる鉄板焼“けやき”
鉄板の上で繰り広げられる匠の妙技と旬の味覚を是非おたのしみください。

写真はすべてイメージです。写真はすべてイメージです。
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ボテロ展
ふくよかな魔法
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サンリオ展
ニッポンのカワイイ文化 60 年史
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キングダム展
－信－
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毎週土曜日18：56 より
テレビ朝日系列にて放送中の「博士ちゃん」。
番組に登場してくれた博士ちゃん達に
インスパイアを受けた企画展で、君も博士になろう ！

君も博士になれる展　
empowered by 博士ちゃん in KOBE

▲
神戸海洋博物館 078-327-8983

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
大人 1,900円1,900円 149713
小中高生1,400円1,400円 149721
幼児 1,000円1,000円 149730３歳以下無料　幼児 ： ４歳以上の未就学児

※神戸海洋博物館・カワサキワールドの常設展も
ご観覧頂けます。※主催者決定によるイベント中止以外の理由での
払い戻しはおこないません。ご了承ください。※当日、ご入館の際に本人確認書類等をご提示いただく場合が
ございます。※未就学のお客様は保護者（18歳以上）同伴でご入館ください。※会場にて販売する当日券は
身体障がい者手帳等による割引あり。（詳細は公式HP参照）※感染予防対策にご協力ください。（詳細は
公式HP参照）※本展覧会に関する情報などは予告なく変更になる場合がございます。ご来館の際は公式HP
にて最新情報をご確認ください。　

※当日券の販売です。

事務手数料1枚につき45円加算

神戸海洋博物館
（神戸市営地下鉄みなと元町駅より徒歩約10分、
 阪急花隈駅・JR/阪神 元町駅より徒歩約15分）

会場

９月１０日（土）～２０２３年３月１２日（日）
開館時間 ： 10：00～18：00　※最終入館は17：30まで
休館日 ：  毎週月曜日（祝日の場合は翌平日休館）、
            年末・年始（12月29日～1月3日）

会期
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３歳以下入場無料
障がい者手帳等を提示の本人及び介護者
１名無料。（確認できるもの持参ください）
※本展は予約優先制です。混雑時には入場
をお待ちいただく場合がございます。　公式 HP： https://www.ktv.jp/event/sanrio/
PG前売価格 ： 一般／1,600円　高大生／1,000円　４歳～小中学生／600円

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP630002© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP630002

永遠の「カワイイ」は　ここからはじまったー

▲

京都市京セラ美術館 075-771-4334

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,800円1,540円 148393
高大生 1,200円    950円 148407

４歳～小中学生   800円   570円 148415
事務手数料1枚につき45円加算

京都市京セラ美術館 
本館 北回廊2階
（地下鉄東山駅徒歩約8分）

会場

１０月７日（金）～１２月１１日（日）
休館日 ： 月曜日（ただし10/10は開館）
時間 ： 10：00～18：00（展示室への入場は閉館の30分前まで）

会期

ハローキティやマイメロディなど、450以上のキャラクター
を生み出してきたその歴史は今や世界の共通語ともいえる
「カワイイ」文化の歴史そのものといっても過言ではありま
せん。本展では創業当時からのグッズやデザイン画に
よってサンリオの歩みをたどります。子どもから大人まで、
３世代で楽しめるサンリオ史上最大規模の展覧会です。

南米コロンビアの美術家、フェルナンド・ボテロ(1932ー)。
彼の手にかかると、楽器や果物、さらにはあのモナ・リザさえも、
ボリュームのある形になって現れます。その独特な形態や色彩は、
さまざまな感覚を呼び起こし、見る人を惹きつけてやみません。
日本では26年ぶりとなる今回の大規模な絵画展では、ボテロ監修のもと、
初期から近年までの油彩、水彩・素描など70点を紹介し、いまも制作を続ける
彼の画業をたどります。ボテロがかける「魔法」を、ぜひ体感してください。

▲

京都市京セラ美術館 075-771-4334

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号平日 土日祝
一般・大学生 1,700円 1,800円 1,600円 149926
中学・高校生 1,200円 1,300円 1,100円 149934

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学生以下無料　
学生料金でご入場の際には学生証をご提示ください。　PG前売価格 ： 一般・大学生／1,600円　中学・高校生／1,100円

事務手数料1枚につき45円加算

京都市京セラ美術館 
本館 北回廊１階
（地下鉄東山駅徒歩約8分）

会場

１０月８日（土）～１２月１１日（日）
10：00～18：00（入館は17：30まで）
※休館日 ： 月曜日（ただし10/10は開館）

会期

▲

キョードーインフォメーション 0570-200-888

来場者特典 ： オリジナル卓上カレンダー（2023年仕様）※会期中の会場にてお渡しとなります。　
「平日券」は開催初日(10/14)および水曜をのぞく平日のみ有効のチケットです。　日付指定不要。但し、
当日の状況により入場をお待ちいただく場合があります。予めご了承ください。　小学生未満は、18歳以上の
保護者1名につき1名まで入場無料。但し、来場者特典のお渡しはございません。またグッズの購入ができま
せんので予めご了承ください。　障がい者手帳をお持ちの方も、チケットが必要。介助者1名のみ入場無料。
PG前売価格 ： （平日券）一般／2,300円　大学・専門学生／1,800円　小中高生／600円

事務手数料1枚につき45円加算

グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル
第１会場 ： B1階イベントラボ
第2会場 ： 4階ナレッジシアター
（JR大阪駅徒歩約3分、大阪メトロ梅田駅徒歩約3分）

会場

１０月１４日（金）～１２月１１日（日）
平日11：00～20：00、土日祝10：00～19：00　 
※入場は閉場の30分前まで　※会期中無休

会期作者・原 泰久氏全面監修のもと、
「信」の物語を再構築。
400点以上の直筆生原画や、本展
のために描きおろされたイラスト
を約20点展示し、感動の名場面
を生原稿と巨大グラフィックで
再構成してお届けする、これまで
にない規模の原画展です。

※前売「平日券」のみのご案内。

券種（平日券）当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 2,500円2,300円 149039

大学・専門学生 2,000円1,800円 149047
小中高生   800円   600円 149055
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未就学児無料   
学生 ： 小学生～高校生                
ファミリーチケット ： 4名セット券・要同時入場（前売のみ）　
学生券は、学生証等の写真付き本人確認証をご提示いただく場合がございます。小学生以下のみのご入場
はご遠慮願います。主催者決定によるイベント中止以外の理由での払い戻しはおこないません。身体障がい者
手帳等による割引はありません。※感染症拡大防止等の観点から入場者数を制限しております。また、営業
日時の変更および休業となる場合がございます。詳しくは心斎橋PARCOの公式サイトをご確認ください。▲

イグ・ノーベル賞の世界展2022実行委員会 050-1807-0377（自動応答システム）

券種 当日価格 ならコープ価格 注文番号
一般 1,500円 1,300円 148890
学生 1,000円   800円 148903

ファミリーチケット ――― 4,000円 148911
事務手数料1枚につき45円加算

心斎橋PARCO 14Ｆ PARCO GALLERY
（大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅4番出口直結）

会場

10月1日（土）～11月13日（日）
開催時間 ： 10：00～20：00
※入場は閉場の30分前まで　※最終日は18：00閉場

会期

「人々を笑わせ、そして考えさせる研究」に
贈られるイグ・ノーベル賞をその目で確かめ
体験する展覧会 ！

チケット申し込み受付期間後のキャンセル・変更はできません。予めご了承のうえお申し込みください。申し込みの際は、必ずP.9のチケット申し込み方法をお読みください。ご注意10 2022 年10月1回


